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＊＊＊　写真に見る柳原の今昔　＊＊＊

昭和 10 年頃
柳原小学校校庭にて秋期地区運動会
地区対抗リレーで優勝村山青年チームと持ち回
りの優勝旗、胸に M のマークがついている。

昭和初期頃
運動会で信濃の国を踊る。みんなで日の丸の小
旗を持っている。

昭和初期頃　柳原村尋常小学校運動会
来賓の皆さんによる買い物競争スタート
前の様子、羽織袴姿の来賓の方も見られ
る。

柳原地区住民自治協議会
長野市小島 804-5　柳原総合市民センター内  TEL・FAX217-2365

E-mail：yanagihara-jiti2365@drive.ocn.ne.jp

お気軽にお立ち寄りください。

あいさつ運動
　「あいさつ運動」は、地域住民全ての人がお互いにあいさつを交わすことから、共に地域で暮らす人の「絆」
を深め、また、あいさつが交わせられることにより犯罪が起こりにくい地域づくりにつながります。活動の
一環として、柳原小学校と東北中学校が共催して行う事業です。
　年間を通じての啓発活動で、各区で「あいさつ通り」を設定し
「あいさつ運動」の旗を立て運動を通年アピールし、特に春季（４
月）と秋季（９月）を強化月間とし、今年度は強化月間中の４
月 11 日～ 15 日と９月 12 日～ 16 日は、小・中学生が登校す
る朝の時間帯に街頭運動を実施します。
　４月に実施した街頭運動では、集団登校する子どもたちに、運
動のタスキを掛けた地区役員が「おはよう」とあいさつすると、
「おはようございます」と元気の良いあいさつが返ってきました。

春のクリーンデー
　朝方まで雨が降っていて実施があやぶまれましたが、開始時間の午前９時には雨も止み
予定どおり実施することができました。地区内を６ルートに分けてゴミを拾い、可燃ゴミ

35 袋、不燃ゴミ 12 袋を回収しました。
今回はサッカーのAC長野パルセイロで
昨年まで選手として活躍していた大橋さ
んが特別参加され、住民の皆様と一緒に
ゴミ拾いを行いました。毎回 100 名を超
える皆様に参加していただいております
が、今回も 113 名という多くの皆様にご
参加いただきました。
　美しい環境の柳原地区にするため、引
き続きご協力をお願いします。

「初めてここに入ります」と、講座などの申し込みにたくさんの方が来てくれます。役員さんは、仕事しながら話をしたりしています。とてもいい感じです。編集後記

 

「あたたかい心、やさしい手」「24時間、365日」安心をサポートします。

ケアライフ柳原第 住宅型有料老人ホーム）
℡

ケアライフ柳原（介護付き有料老人ホーム）
℡長野市小島785番地

長野市柳原2223番地1

お気軽にお問い合わせ下さい
内科・呼吸器科・アレルギー科
中　島　医　院

柳原 2222-6　TEL295-0600
統合医療センターすこやか

（癌治療、パーキンソン病、慢性疲労など）
TEL：217-6077

〈ランチコース〉　お１人様１,５００円　（ドルチェ・コーヒー付）
〈ディナーコース〉お１人様２,５００円～４,０００円（飲物別）
〈パーティコース〉お１人様４,０００円～（２時間飲み放題）
※飲み放題コースは８名様以上で承ります。※全て税込み

前日までにご予約の上、ご来店下さい。

　　　　　　　　   イタリアンダイニング　モンテロッソ
　　　　　　　　　０９０̶３４０４̶２２２１

ランチタイム12：00～　ディナータイム17：30～　日曜・月曜定休

柳原駅北側
店舗予約専用
ご予約・お問い合わせ（メール可）

 ２名様～ご予約承ります
あ

5.23 史跡めぐり 5.24 ウオーキング 6.23 球技大会 10.25 女子バレーボール大会 9.25 敬老会 9.29 ナイトスクール

1.22 消費者啓発講演会 12.23 男性の料理教室 1.11 交通安全教室

10.7 運動会

あやめの里づくり AC 長野パルセイロ応援ツアー 花の苗・種交換会

1.3 新年祝賀会

ほっとリンクステーション

1.11 文化祭

8.22 活き生きみんなでトーク

H28.4.14、柳原小学校にて交通２団体の協力のもと、
交通安全教室が行われました。新１年生も登校する
ようになり、地域のみんなで協力しあい事故のない
安全なまちにしていきましょう。

H28.3.21 に、交通２団体において白線引き。
4.24 わんわんパトロール隊発足式
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備えて安心 防災基金

元気はつらつ 福祉基金

やなぎくん まちづくり基金

ハイパー無線積立金

東北中学校通学路防犯灯経費積立金

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み）本年度中減少高（見込み）本年度未現在高（見込み）
3,000,000 637 0 3,000,637

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み）本年度中減少高（見込み）本年度未現在高（見込み）
2,000,000 425 0 2,000,425

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み）本年度中減少高（見込み）本年度未現在高（見込み）
2,000,000 425 0 2,000,425

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み）本年度中減少高（見込み）本年度未現在高（見込み）
500,066 500,000 0 1,000,066

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み）本年度中減少高（見込み）本年度未現在高（見込み）
50,007 50,000 0 100,007

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

平成27年度 決算報告 平成28年度 収支予算書
収入の部

科　　目 本年度予算額
（A）

予算執行額
（B） 比較（A）－（B）

前年度繰越金 4,736,548 4,736,548 0

公的補助収入 9,850,000 9,698,524 151,476

負担金収入 3,840,000 3,840,000 0

受託料収入 0 0 0

繰入金 6,245,630 6,245,797 △ 167

雑収入 1,108,000 1,079,590 28,410

事業収入 84,000 264,000 △ 180,000

収入総額 25,864,178 25,864,459 △ 281

（単位：円）

支出の部

科　　目 本年度予算額
（A）

予算執行額
（B） 比較（A）－（B）

総務・区長部  
会費 2,830,000 1,589,200 1,240,800

安全・防災部
会費 1,312,000 536,666 775,334

健康・福祉部
会費 1,234,000 781,304 452,696

教育・環境部
会費 1,576,000 1,288,220 287,780

事務局費 7,724,800 7,232,098 492,702

配分・委託料・
補助金 2,313,000 2,312,690 310

繰出金 7,550,000 7,550,000 0

予備費 1,324,378 0 1,324,378

当 年 度
支出総額 25,864,178 21,290,178 4,574,000

（単位：円）

収入の部

科　　目 本年度予算額
（A）

前年度予算額
（B） 比較（A）－（B）

前年度繰越金 4,574,281 4,736,548 △ 162,267

公的補助収入 9,663,000 9,850,000 △ 187,000

負担金収入 3,840,000 3,840,000 0

受託料収入 0 0 0

繰入金 0 6,245,630 △ 6,245,630

雑収入 1,072,000 1,108,000 36,000

事業収入 84,000 84,000 0

収入総額 19,233,281 25,864,178 △ 6,630,897

（単位：円）

支出の部

科　　目 本年度予算額
（A）

前年度予算額
（B） 比較（A）－（B）

総務・区長部  
会費 3,890,000 2,855,000 1,035,000

安全・防災部
会費 1,422,000 1,312,000 110,000

健康・福祉部
会費 1,028,000 1,234,000 △ 206,000

教育・環境部
会費 1,424,000 1,551,000 △ 127,000

事務局費 7,734,800 7,724,800 10,000

配分・委託料・
補助金 2,231,000 2,313,000 △ 82,000

繰出金 550,000 7,550,000 △ 7,000,000

予備費 953,481 1,324,378 △ 370,897

当 年 度
支出総額 19,233,281 25,864,178 △ 6,630,897

（単位：円）

役　職 氏　名 所　属　等
顧　　　問 中野　清史  長野市議会議員

顧　　　問 藤牧　秀夫  農業委員

会　　　長 中野　元男  28年度区長会長

筆頭副会長 藤森　利和  前年度住民自治協議会会長

副　会　長 奥山　博利  総務・区長部会長

副　会　長 奥山　雅茂  安全・防災部会長

副　会　長 池田　芳正  健康・福祉部会長

副　会　長 本堂　誠広  教育・環境部会長

区　　　長 清水　正雄  小島区　区長

区　　　長 水野　利男  中俣区　区長

区　　　長 中野　元男  布野区　区長

区　　　長 高橋　計冶  村山区　区長

区　　　長 高城とも枝  柳原団地区　区長

監　　　事 坂本　邦夫  

監　　　事 原田　篤穂  

　　本年は、七年に一度の天下の大祭「御柱祭」が行わ
れます。
　また、「ひと　ゆめ　みどり　信濃から未来へつなぐ
森づくり」をテーマに、全国植樹祭が長野市を主会場に
おいて開催される記念の年です。
　住民自治協議会として「柳原まちづくり計画」を策定
し、より住みやすい地域を目指し課題解決に取り組んで
まいりました。昨秋には、地域じゅうを花いっぱいにし
ようと「あやめ」を駅ホームや総合市民センター等に植
えました。様々な活動を通し、課題解決に取り組んでま
いりたいと思います。
　昨年中止になった大規模な長野市総合防災訓練が再度
柳原で実施されます。昨年の日光鬼怒川氾濫の大被害を
教訓に防災意識を高めていただき、防災組織体制等を見
直し、更なる災害に強いまちづくりを目指したいと思い
ます。
　新役員とともに頑張りますので、地域のみなさまのご
理解とご協力、ご参加をお願い申しあげます。

【新役員紹介】新会長のあいさつ
会　長　中野　元男

区　長　紹　介

評議委員会の様子

村山区長
高橋  計冶

布野区長
中野  元男

小島区長
清水  正雄

中俣区長
水野  利男

柳原団地区長
高城  とも枝

イベントカレンダー
月 と　き イベント ところ 備　考

5 月 21日㈯
集合８：30 史跡めぐり　

（上越高田城他）
柳原総合市民センター　集合  　　参加費　　

帰着予定 16：30

6 月 19日㈰ ８：00～

球技大会
・ゲートボール
・ソフトバレーボール
・ソフトボール

中俣ゲートボール場

参加無料　 柳原社会体育館

柳原小学校校庭

7月
21日㈭

 ９：30～ 11：30 献血　贈ろうあなたの気
持ち！

竹村製作所

13：30～ 15：30 柳原支所

28日㈭ 13：30～ 社会を明るくする運動 柳原公民館大学習室 　 

8 月
15日㈪ 14：30～ 成人式 東部文化ホール 対象あり

21日㈰ 少年少女球技大会 (未定 ) 柳原小学校校庭・体育館

28日㈰  ８：00～ 総合防災訓練 柳原小学校　他

10 月
  2 日㈰  ８：00～ 地区運動会 柳原小学校校庭

23日㈰
13：00～ 女子バレーボール大会 柳原社会体育館 参加無料

秋のグリーンデー 柳原総合市民センター

11 月
  3 日㈭ 戦没者追悼式 柳原社会体育館

  6 日㈰ 10：00～ 16：00 文化祭 東部文化ホール・柳原公民館

12 月 10日㈯ 13：30～ 15：00 しめ縄づくり 柳原公民館大学習室

1月 26日㈭
 ９：30～ 11：30 献血　贈ろうあなたの気

持ち！
竹村製作所

13：30～ 15：30 柳原支所

3月 未定 春のクリーンデー（一斉ゴミ拾い）柳原総合市民センター

未定 地域福祉大会 柳原公民館大学習室

未定 介護者のつどい 柳原公民館大学習室

申

申　申し込みが必要です／ ￥　実費が必要です／ 案　対象の方にはご案内を差し上げます※ 4月22日現在の予定です

備えて安心 防災基金

元気はつらつ 福祉基金

やなぎくん まちづくり基金

ハイパー無線積立金

東北中学校通学路防犯灯経費積立金

前年度未現在高 本年度中増加高 本年度中減少高 本年度未現在高
0 3,000,000 0 3,000,000

前年度未現在高 本年度中増加高 本年度中減少高 本年度未現在高
0 2,000,000 0 2,000,000

前年度未現在高 本年度中増加高 本年度中減少高 本年度未現在高
0 2,000,000 0 2,000,000

前年度未現在高 本年度中増加高 本年度中減少高 本年度未現在高
0 500,066 0 500,066

前年度未現在高 本年度中増加高 本年度中減少高 本年度未現在高
0 50,007 0 50,007

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

地域振興基金
前年度未現在高 本年度中増加高 本年度中減少高 本年度未現在高

6,245,630 167 6,245,797 0

（単位：円）

※　解約利息 208円税金 41円です。一般会計へ入れました。

申

申

AC長野パルセイロを応援する人が集まって　風をおこし、波をつくろう！
南長野へ行こう

　今年は、5回の応援バスツアー
を予定。
　一度行ってみたら、また行きた
くなるはず。
スタジアムの高揚感、一体感をあ
なたも感じてみませんか？

◎人が集まるところ　新しいことがはじまる場所
◎誰もが気兼ねなく集まることができる　何かをいっしょに始めよう！
　仲間をつくろう！
◎情報が集まるところ　新しい情報をどんどん発信することができる
　新しいことを見つける場所
◎あなたが主役！　住民ひとり一人が主人公になれる地

ま ち

域

つながる・つなげる・つなげたい
　スポコミ東北・東北デルソーレ
のみなさんが、市民センターの花
だんにチューリップの球根を植え
ました。
　たくさんのオレンジ色のチュー
リップが風に揺れる姿は、とても
きれいでした。

地域と共に
　春のクリーンデーに、AC長野
パルセイロの大橋良隆さんが参加
しました。大橋さんは、昨年まで
選手として活躍し、今は営業ス
タッフとして「地域と共に」をモッ
トーに大活躍中です。参加のお願
いをしたところ「行きますっ！」
と。
　ありがとうございました。大橋
さん、今後ともよろしく。

「写真に見る柳原の今昔」報告
　「写真に見る柳原の今昔」を、
平成24年度から始めた本事業は、
大勢の皆様に貴重な写真を提供い
ただくことができました。提供い
ただいた写真は 480 枚程になり、
住自協だよりに掲載したり、文化
祭等のイベントに使用させていた
だいたりして、大きな成果を収め
ることができました。
　写真をご提供いただいた皆様に

改めて感謝い
たします。収
集できた写真
資 料 を CD に
まとめました。

〈あんぜん・まけない〉〈はつらつ・げんき・ささえる〉
〈まなぶ・はぐくむ・きれいな〉〈あつまる・つながる〉

わんわんパトロール隊

60頭以上のわんちゃんが入会

「わくわく　　  なぎくん（まちづくり）

応援バス出ます
６月 26日㈰　VS　SC相模原
                  13：00キックオフ
柳原市民センター 11：00発
定　　員 45名
最小携行 30名

～あなたも自分のできること
　したいことで参加しましょう～

　「わんわんパトロール隊は、愛犬の散歩をし
ながら、地域をパトロールすることで、まち
づくりに参加しています。


